KT-USB
USB 2.0 Network Module with up to 48 Bidirectional Channels
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クイックスタートガイド

KT-USB
安全にお使いいただくために

注意

感電の.恐れが
ありますので、カバー
やその他の部品を取り
外したり、開けたりし
ないでください。高品
質なプロ用スピーカー
ケーブル (¼" TS 標準ケ
ーブルおよびツイスト
ロッキング プラグケー
ブル) を使用してくだ
さい。
注意

火事および感
電の危険を防ぐため、
本装置を水分や湿気の
あるところには設置し
ないで下さい。装置に
は決して水分がかから
ないように注意し、
花瓶など水分を含んだ
ものは、装置の上には
置かないようにしてく
ださい。
注意

このマークが
表示されている箇所に
は、内部に高圧電流が
生じています。手を触
れると感電の恐れがあ
ります。
注意

取り扱いとお
手入れの方法につい

ての重要な説明が付属
の取扱説明書に記載さ
れています。ご使用
の前に良くお読みくだ
さい。
注意
1. 取扱説明書を通して
ご覧ください。

2. 取扱説明書を大切に
保管してください。
3. 警告に従ってくだ
さい。
4. 指示に従ってくだ
さい。

5. 本機を水の近くで使
用しないでください。

6. お手入れの際は常に
乾燥した布巾を使ってく
ださい。

7. 本機は、取扱説明書
の指示に従い、適切な
換気を妨げない場所に
設置してください。取扱
説明書に従って設置して
ください。
8. 本機は、電気ヒータ
ーや温風機器、ストー
ブ、調理台やアンプとい
った熱源から離して設
置してください。

9. ニ極式プラグおよび
アースタイプ (三芯) プ
ラグの安全ピンは取り
外さないでください。ニ
極式プラグにはピンが
二本ついており、そのう
ち一本はもう一方よりも
幅が広くなっています。
アースタイプの三芯プラ
グにはニ本のピンに加え

てアース用のピンが一本
ついています。これらの
幅の広いピン、およびア
ースピンは、安全のため
のものです。備え付けの
プラグが、お使いのコン
セントの形状と異なる場
合は、電器技師に相談し
てコンセントの交換をし
て下さい。

10. 電源コードを踏み
つけたり、挟んだりしな
いようご注意ください。
電源コードやプラグ、コ
ンセント及び製品との接
続には十分にご注意く
ださい。
11. すべての装置の接
地 (アース) が確保され
ていることを確認して
下さい。

12. 電源タップや電源
プラグは電源遮断機と
して利用されている場
合には、これが直ぐに操
作できるよう手元に設
置して下さい。
13. 付属品は本機製造
元が指定したもののみを
お使いください｡

14.
カートスタ
ンド、三
脚、ブラケ
ット、テー
ブルなどは、本機製造元
が指定したもの、もしく
は本機の付属品となるも
ののみをお使いくださ
い。カートを使用しての
運搬の際は、器具の落下
による怪我に十分ご注意
ください。

15. 雷雨の場合、もし
くは長期間ご使用にな
らない場合は、 電源プ
ラグをコンセントから抜
いてください。

16. 故障の際は当社指
定のサービス技術者に
お問い合わせください。
電源コードもしくはプラ
グの損傷、液体の装置
内への浸入、装置の上に
物が落下した場合、雨
や湿気に装置が晒され
てしまった場合、正常に
作動しない場合、もしく
は装置を地面に落下さ
せてしまった場合など、
いかなる形であれ装置
に損傷が加わった場合
は、装置の修理・点検を
受けてください。
17. 本製
品に電源
コードが
付属され
ている場
合、付属の
電源コードは本製品以
外ではご使用いただけ
ません。電源コードは必
ず本製品に付属された
電源コードのみご使用
ください。
18. ブックケースなど
のような、閉じたスペー
スには設置しないでく
ださい。

19. 本機の上に点火し
た蝋燭などの裸火を置
かないでください。

20. 電池廃棄の際に
は、環境へのご配慮をお
願いします。 電池は、
かならず電池回収場所
に廃棄してください。
21. 本装置は 45°C 以
下の温帯気候でご使用
ください。
法的放棄
ここに含まれる記述､
写真､ 意見の全体また
は一部に依拠して､い
かなる人が損害を生じ
させた場合にも､Music
Tribe は一切の賠償責任
を負いません。技術仕
様､外観およびその他
の情報は予告なく変
更になる場合がありま
す。商標はすべて､それ
ぞれの所有者に帰属し
ます。Midas､Klark Teknik､
Lab Gruppen､Lake､
Tannoy､ Turbosound､
TC Electronic､ TC Helicon､
Behringer､Bugera､Oberheim､
Auratone､Aston Microphones
および Coolaudio は

Music Tribe Global Brands
Ltd. の商標または‑登
録商標です。© Music
Tribe Global Brands Ltd.
2021 無断転用禁止。

限定保証
適用される保証条件
と Music Tribe の限定保
証に関する概要につ
いては、オンライン
上 Musictribe.com/warranty
にて詳細をご確認くだ
さい。
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KT-USB

1. はじめに
警告
以下の警告に従わないと、火災や感電により死亡または重傷を負う可能性があります。
カードをインストールする前に、ホストデバイスのオーナーズマニュアルまたは klarkteknik.com を参照して、ホスト
デバイスがこのカードをサポートしていること、および他の Midas またはサードと組み合わせてインストールでき
るカードの数を確認する必要があります。パーティーカード。

•

カードを分解したり改造したりしないでください。ボードコネクタやその他のボードコンポーネントに過度
の力を加えないでください。ボードの取り扱いを誤ると、感電、火災の危険、または機器の故障につなが
る可能性があります。

•

このカードを取り付ける前に、感電の危険をなくすために、電源ケーブルを本体から外してください。

あぶない
以下の注意事項を守らないと、けがをしたり、機器等の破損につながる恐れがあります。

•

カードを取り扱うときは、ボードの金属製のリード線（ピン）に触れないでください。ピンは鋭利で、怪我を

•

カードは静電気に敏感です。カードを取り扱う前に、本体の金属ケースに素手で軽く触れて、体から静電

する可能性があります。

気を逃がしてください。Music Tribe は、不適切な取り扱いや使用によって生じたデータの損失、機器の損
傷、または怪我について責任を負いません。

Klark Teknik KT-USB は、USB オーディオインタ

ーフェイスカードで、デジタルオーディオネ
ットワークに PC ベースの録音および再生機
能を追加します。KT-USB をインストールする
と、最大 24/48 チャンネルの高品質 24 ビット
96/48kHz オーディオを Mac * または Windows *
コンピューターに直接マルチトラックして再
生できます。
「仮想サウンドチェック」、およ
び DAW ソフトウェアを介したループバックオ
ーディオ。現在、カードは DN9650/DN9652 で
使用できます。

DN9650/DN9652
1. ホストユニットの電源がオフになって
いることを確認してください。

2.

シャーシカバーを固定している 19 本の
ネジを緩め、メインシャーシからシャ
ーシカバーを取り外します。カバーとネ
ジは安全な場所に保管してください。

3.

KT-USB カードを保護バッグから取り出

4.

ネットワークモジュールコネクタ
(2 つのオス 40 ピン垂直コネクタ) を
特定します。KT-USB メスコネクタを
DN9650 コネクタに合わせ、ピンを曲げ
ないように十分注意して垂直方向の圧
力を加えます。カードをスロットに完
全に押し込み、カードの接点が正しく
挿入されていることを確認します。

5.

付属のネジ (フェースプレートに
2 つ、PCB の背面に 2 つ) を使用してカー
ドを固定します。カードを固定しない
と、破損や誤動作の原因となりますの
でご注意ください。

6.

ユニットの電源を入れる前に、シャー
シカバーを元に戻し、すべてのネジを
元に戻します。

2. インストール
KT-USB カードを DN9650/52 の拡張スロットに
取り付ける前に、klarkteknik.com をチェックし

てユニットがのファームウェアはそのカード
をサポートしています。DN9650/52 の製品ペ
ージでファームウェアの更新を定期的に確認
することをお勧めします。

5

インターフェイス I/O カードをインストー
ルするには：

注意： KT-USB カードを DN9650/52 にインスト
ールする前に、DN9650/52 を確認する必要が
あります。の電源スイッチがオフになってい
ます。そうしないと、誤動作や感電が発生す
る可能性があります。

す前に、静電気放電が敏感な電子部品
に影響を与えないように、コンソールの
接地された金属シャーシに触れること
をお勧めします。通常、カードをフェー
スプレートまたは 2 つの小さなハンドル
で保持することをお勧めしますが、回路
基板上のコンポーネントに直接触れな
いでください。
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KT-USB

4. コネクタプレート

ドライバーのインストール (Windows)
KT-USB を取り付け、DN9650 を完全に組
み立て直した状態で、DN9650 の電源を

1.

入れます。

2.

PC と USB カードの間に USB ケーブルを

3.

KT-USB_setup.exe を実行します。

接続します。

これで USB カードを使用できるようになり、
カードは Windows のコントロールパネルの下
にサウンドカードとして表示され、Windows
の DAW ソフトウェアでオーディオの入出力を
選択できるようになります。

*Mac は AppleInc. の商標です。Windows は、米国
Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ

•

シングル USB2.0, タイプ B ポート

•

る登録商標または商標です。

•

3. 要件

•

Windows ベースのアプリケーション

-Core 2 Duo CPU, 2 GHz
-イーサネットポート
-1 GB RAM

マック

-1.5 GHz CPU
-イーサネットポート
-512 MB RAM

推奨されるオペレーティングシステム：
ウィンドウズ：

-Windows 7, 32ビットまたは 64 ビット
-Windows 8, 32ビットまたは 64 ビット

マック：

-10.6.8 OS X* Snow Leopard
-10.7.5 OS X Lion
-10.8 OS X Mountain Lion

*OSX は AppleInc. の商標です。

の双方向チャネルを送信します
96 kHz モードでは、ポートは 24
の双方向チャネルを送信します

ポートインジケータ LED

•

最小ハードウェア：

48 kHz モードでは、ポートは 48

LED が点灯して、48kHz または
96kHz のサンプリングレートがア
クティブであることを示します
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その他の重要な情報

5. 仕様
コネクタ

USB

1 x USB 2.0, タイプ B

入出力特性

1. ヒューズの格納部 /

48kHz での入力/出力のチャネル

48, 双方向

96kHz での入力/出力のチャネル

24, 双方向

サンプルレート

48 kHz/96 kHz

サンプルの単語の長さ

24 ビット

クロック同期選択可能

DN9650 ユニット

レイテンシー

プラットフォーム/実装に依存

ケーブルの長さ

USB 2.0, ツイストペア、シールド付き

その他の重要な情報

2-5 メートル

電圧の選択: ユニットをパ
ワーソケットに接続する
前に、各モデルに対応し
た正しい主電源を使用し
ていることを確認してくだ
さい。ユ ニットによって
は、230 V と 120 V の 2 つの
違うポジションを切り替え
て使う、ヒューズの格納部
を備えているものがあり
ます。正しくない値のヒュ
ーズは、絶対に適切な値の
ヒューズに交換されている
必要がありま す。

2. 故障: Music Tribe ディー

ラーがお客様のお近くにな
いときは、musictribe.com の
“Support” 内に列記されてい
る、お客様の国の Music Tribe
ディストリビューターにコ
ンタクトすることができま
す。お 客様の国がリストに
ない場合は、同じ musictribe.
com の “Support” 内にある
“Online Support” でお客様の
問題が処理できないか、
チェックしてみてください。
あるいは、商品を返送する
前に、musictribe.com で、オン
ラインの保証請求を要請して
ください。
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